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はじめに 

南米原産のスクミリンゴガイ（Pomacea 
canaliculata Lamarck,1819）は，1981年に日
本に食用として輸入され，一時はその養殖業が

栄えた。しかし，イネへの食害などの悪影響が

明らかとなり，1984 年に有害動物に指定され
た（農林水産省，2014）。また，本種が侵入し
た地域の水田の生態系や生物多様性への攪乱

も懸念され（日鷹ら，2007），2005 年には，
外来生物法において，養殖や人為的な移動には

注意喚起が必要とされる要注意外来生物に指

定された（環境省，2011）。また，現在，環境
省で検討されている「我が国の生態系等に被害

を及ぼすおそれのある外来種リスト」において，

スクミリンゴガイは「総合的に対策が必要な外

来種」の「重点対策外来種」に指定されている。

そのような規制や対策にも関わらず，養殖後に

放置されたスクミリンゴガイは分布を拡大し

続けており，現在では西日本の全ての府県に分

布し，神奈川県，群馬県，茨城県まで東進して

いる（国立環境研究所，2013）。大分県におけ
る分布域も広く，文献情報があるだけで日田市，

中津市，宇佐市，国東市，由布市，大分市，臼

杵市，豊後大野市への分布が認められている

（日田市立博物館，2013；和田，2010；濱田，
2014；国東市 2015；原田，2015；高濱・門脇，
2011；高濱，2012）。
本調査地の本流である大野川は，宮崎県の祖

母山や熊本県の阿蘇外輪山など広域に源を発

し，大分県の竹田市，豊後大野市，臼杵市，大

分市を流れ，別府湾に注ぐ，幹線流路延長 107
㎞，流域面積 1,465㎢の大分県最長・最大の河
川である（国土交通省九州整備局，2010）。大
野川流域の水田におけるスクミリンゴガイの

分布を調べた高濱（2012）は，下流域（大分
市）の水田における本種の分布割合は 92％，
中流域（豊後大野市）は 18％，上流域（竹田
市）は 0％であったこことから，スクミリンゴ
ガイは，上流から下流に向かって分布を広げる

特徴を明らかにした。また，同様の傾向は大分

川においても確認されている（原田，2015）。
これらのことから，上流域へスクミリンゴガイ

を移動・放飼させることは厳禁であり，また，

本種が分布している土壌や農作物の移動にも

注意を払う必要があるといえる。加え，もし，

本種が上流域で発見された場合には，早急な駆

除対策を講じる必要があるといえる。

先の高濱（2012）では，竹田市の 75枚の水
田でスクミリンゴガイの調査を行っているが，

1匹も発見されておらず，他にも竹田市での本

図 1．スクミリンゴガイの卵塊と成貝
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種の正式な分布記録はない。しかし，著者の内

田は 2012年に多数の本種を竹田市の中地区の
水田（図 2）で目撃した。ここは大野川上流部
に位置するため，ここでの移入・定着は大規模

な分布拡大へと繋がる可能性が極めて高いと

考えられた。そのため，緊急に現状把握のため

の調査を行った。

方法 

2012 年にスクミリンゴガイが目撃された竹
田市の中地区，ならびにその周辺に位置する，

三宅地区，狭田（岡本）地区一帯の水田・用水

路・ビオトープを踏査および目視にて調べた

（図 2）。調査者は，著者の永野と内田と 2 名
と大学生の計 4人である。調査日は，2014年
7月 15 日である。この時期は本種の産卵ピー
ク期であるため，主に産着卵を意識して調査し

た。タニシ類の成貝を目にした際は，手に取り，

種同定を行った。また，この地域では，水田近

くで作業をしていた 10数名の地元の方々を対
象に「ピンクの卵を最近見かけませんでした

か？」といった内容の聞き取り調査を行った。

また，同日，豊後大野市の道の駅あさじから原

尻の滝の間の県道 46号と国道 502号沿いの大
野川支流の緒方川流域（朝地町下野，緒方町軸

丸，緒方町下自在，緒方町上自在，緒方町原尻）

の水田も目視調査によって卵の有無を調査し

た。調査日の天候は終日晴れであった。

結果

目視調査を行った全ての地点において，スク

ミリンゴガイの存在を確認することはできな

かった。一部の水田には，マルタニシBellamya 
(Cipangopaludina) chinensis laeta の生息を
確認することができた。聞き込み調査において

も，中地区以外の 10数名においては本種の存
在を知る方は一人もいなかった。しかし，中地

区で尋ねた農家の方だけは，スクミリンゴガイ

の存在を知っており，かつて中地区の田んぼで

スクミリンゴガイが発生したことも知ってい

た。偶然ではあったが，この時お話を伺った農

家の方こそ 2012年にスクミリンゴガイを確認
した田んぼの持ち主（立川耕三氏）であった。

以下，立川氏にスクミリンゴガイの過去・現

在の状況，対応等について質問し，返答してい

ただいた内容を列記する。

１）質問「スクミリンゴガイをこの田んぼで初

めて見たのはいつですか？」

  返答「2010 年に初めてスクミリンゴガイ
を確認した。最初は，スクミリンゴガイ

図２．調査地（星印は 2012 年にスクミリンゴガイが発見された地点） 

中地区 

三宅地区 

狭田地区 



Bungoensis，1：39-43，2015                         論文・報告

－41－

の存在を知らなかったが，水生生物に詳

しい大塚広氏に教えてもらった。」

２）質問「どのような経路でスクミリンゴガイ

がここに侵入してきたのでしょうか？」

  返答「2009 年にイノシシに畦を壊され，
その補修のため，豊後大野市大野町（こ

この一部では雑草防除のためスクミリ

ンゴガイを田に導入している）から田ん

ぼの土を持ち込んで修復したのが原因

と思われる。」（スクミリンゴガイが発生

した田と畦を補修した田は一致してお

り，また，この田よりも高い位置の田ん

ぼおよび水路には本種の発生がみられ

なかった（発生した田が一番低い田であ

ったため，下への影響は不明）。これら

のことから，かなり高い確率で，持ち込

んだ大野町の土によって本種がここに

移入したと考えられる。）

３）質問「なぜ，今はスクミリンゴガイの姿が

みられないのですか？」

  返答「駆除したから」

４）質問「駆除の方法などは誰に教わったので

すか？」

  返答「誰にも教わっていません。しかし，

愛媛大学の日鷹先生や日本文理大学の

杉浦先生に駆除した方がよいと言われ

たのをきっかけに試行錯誤で駆

除を行いました。」

５）質問「どのような方法でスクミリン

ゴガイの駆除を行ったのです

か？」

  返答「駆除活動は 2011 年から始め
た。2011 年は，手作業でスクミ
リンゴガイの卵塊と幼体・成体を

取り除く人海戦術で駆除を行っ

た。2012年も 2011年と同等数の
スクミリンゴガイが発生し，2010
年と同じ方法で駆除活動を行っ

た。2013 年は，は，小型・中型個体は
まだみられたが，大型個体は 2・3個体
しか確認されない状態であった。この年

も同様の手作業人海戦術で駆除活動を

行った。また，この年は，土が乾燥して

いた 12月頃に『冬起こし』を 2回行っ
た。『冬起こし』とは，この（竹田市）

あたりでは，冬場の乾燥した時期に，土

を耕耘することで，土の中で越冬状態の

病害虫を低温にさらすことで駆除する

伝統的病害虫防除法である。その後，耕

耘された土は，翌年の 5月の田植え前ま
でそのまま放置した。2014 年の春は水
入れ後も 1 頭のスクミリンゴガイも確
認されなかったので，それ以降は特段の

駆除活動は行ってはいない。」

５）質問「分布拡大に対する防除対策は行った

か？」

  返答「発生した田んぼが，棚田状の水田の

一番低い所に位置する 1 枚だけであっ
たこともあり，特にしていない。」

６）質問「農薬や石灰など散布は行ったか？」

  返答「していない。スクミノン（スクミリ

ンゴガイ用のメタアルデヒド錠剤の農

薬）をスクミリンゴガイ駆除用にもらっ

たが，1度も使わなかった。

図 3．2012 年にスクミリンゴガイが発生した田 

   （一番奥の田） 
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考察

 今回の竹田市と豊後大野市の調査地点にお

いてはスクミリンゴガイを確認することはで

きなかった。高濱（2012）は，豊後大野市に
おいては本種の分布を確認しているが，緒方川

流域では，調査はしているが未確認地域となっ

ている。これは，本結果と同じであることから，

これらの地域ではまだスクミリンゴガイの侵

入は起こっていないと考えられる。しかし，近

隣の犬飼町，大野町，三重町では既に多くの個

体の分布が確認されていることからも（高濱，

2012），引き続き警戒が必要といえよう。
竹田市においては，高濱（2012）はスクミ
リンゴガイを 1個体も確認しておらず，また，
本調査でも確認されなかたため，竹田市にはま

だ定着していない可能性がある。しかし，2012
年の内田の目撃例と本聞き取り調査において，

竹田市中地区では，2010 年から 2013 年の 3
年間に限ってスクミリンゴガイが生息してい

たことが明らかとなった。

一度定着したスクミリンゴガイを根絶する

のは並大抵の努力をもっても難しいのである

が，立川氏は，人海戦術と伝統的な農業害虫防

除法『冬起こし』によってそれを成し遂げてい

た。今回の立川氏のスクミリンゴガイ根絶に成

功した実践内容とその条件を考察すると，以下

のことが根絶に有効であるといえる。

①追加侵入個体がない環境：周囲の田んぼ

にはスクミリンゴガイは生息していなかった。

また，侵入した場所が，棚田の一番下であった

ため，下流方向への分布拡大が抑えられていた。

②冬期の耕耘：熱帯原産のスクミリンゴガ

イは，低温耐性が低く，10℃以下の冬の低温
が大きな死亡要因となっている（大上，1986）。
特に 6㎜以下の個体は耐寒性が低く，3℃で多
くの個体は死亡する（菖蒲ら；2001）また，
本種の越冬場所は，水田の地下 6㎝以内と浅い
（高橋ら，2002）。そのため，科学的にも『冬

起こし』はスクミリンゴガイの防除に効果的な

方法であると言える。実際，この冬期耕耘によ

るスクミリンゴガイの駆除の効果は，高橋ら

（2002a；2002b）や高橋（2003）などで高い
ことが証明されている。

③人海戦術（手作業による駆除）：大型個体

は低温耐性が高いため（Watanabe et 
al.,2000），冬期耕耘の効果が小型個体よりも
小さいと考えられるが，今回は冬期耕耘実施前

に大型個体を人海戦術でほとんど除去してい

たため，冬期耕耘の効果がより顕著に現れたも

のと考えられる。

④冬に寒い環境・時期 ： スクミリンゴガイ

は 10℃以下の低温が継続することで死亡率が
高まり（大上，1986），0℃では 20～25日，－
3℃では 3 日，－6℃では 1 日内外でほどんど
の個体が死亡する（大矢，1987）。よって，よ
り寒い環境に，より長い期間，本種を晒すこと

が本種の駆除には効果的といえる。本田んぼは，

標高約 300mに位置し，スクミリンゴガイの生
息地としては，比較的高標高で寒冷であること，

2013 年は大分県でも希に見ぬ大雪が降ったた
め，長い期間耕耘後の地表が雪に覆われたこと

が功を奏した要因の一つであると考えられる。

 本調査では，以前スクミリンゴガイの定着が

確認された竹田市中地区の水田において，1匹
のスクミリンゴガイも見つけることができな

かった。これは一見，根絶できたかのように思

われるが，広大な水田面積での調査であり，見

落とし等の可能性を完全には否定できない，そ

のため，本当に根絶できたのかを実証していく

には，今後もモニタリングを継続する必要があ

ると思われる。また，発生水田の周囲の止水環

境は，本種が発生水田に多数生息していた時期

に分散・定着した可能性は高く，特に注意して

モニタリングする必要があると考えられる。ま

た，本事例がそうであったように，土の移動に

よって本種の分布が広がる（既にどこかに分布

している）可能性もある。竹田市はスクミリン
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ゴガイが分布する地域と隣接しており，また，

田んぼの補修やビオトープの造成などの理由

で，そのような地域から土や生き物を移動する

機会がある。このような際には，それらにスク

ミリンゴガイの卵や稚貝が付着していないか

を十分に注意を払うこと，また何よりスクミリ

ンゴガイが生息している地域の土や生き物を

移動しないことが健全な在来生態系の維持に

肝要と考えられる。
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